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　前回の当機関誌巻末でお伝えした通
り、弊社は本年５月よりビジネススクール
を開講します。過去10年近くで培ったノ
ウハウや知見を多くの方々と共有し、コン
サルティングやM&Aアドバイザリーの手
法を皆さんにお伝えしたいと考えていま
す。
　弊社が運営するスクールの特徴は３つ
です。一つは、欧米などの事例ではなく、
弊社が実際に担当した案件をベースにし
たリアリティのあるケースを使い、討論
形式で授業を進行していくことです。ク
ライアントとの守秘義務がありますので、
脚色をして実例の特定ができないように
万全の配慮をしますが、生徒の方々には
臨場感あるケースを使うことで知的刺激
を受けていただきたいと思っています。
　二つ目は、全ての授業において、弊社

の現役コンサルタントやアドバイザーが
講師として登壇することです。一線を離
れた講師の昔話を聞くのではなく、現役
バリバリの講師と丁々発止の討論をする
ことで、授業後に高揚感を伴った知的満
足を感じられる時間を提供したいと思っ
ています。
　三つ目は、スクールの授業がカバーす
る範囲の広さです。弊社は総合コンサル
ティング会社を標榜しており、産業分析、
M&A、法的論点、税務論点、買収後の構
造改革など、企業経営に関する網羅的な
授業を用意しています。また、これら授
業は、カフェテリア方式で１講座から受講
することができます。
　興味のある方は、是非、弊社ホームペー
ジや紹介資料で、詳細をご覧ください。

　日本企業の成長戦略の手段として、M
＆A、特にIn-OutのクロスボーダーのM＆
Aが今日ほど重要な位置づけとなったこ
とは、これまでなかったのではないでしょ
うか。これは、人口減少社会の到来によ
り国内市場の縮小が見込まれる時代での
必然的な動きということができます。
　しかしながら一方で、海外進出の経験
がない企業も中堅企業において多数存在
する他、海外企業を買収したものの、十
分なシナジーの発揮や業績改善に苦しん
でいる企業も多数存在しています。特に
後者の企業では、自社能力に見合った海
外戦略の欠如や遂行の不徹底、海外経験
が豊富な優秀人材の不足、現地と本社の
コミュニケーション不足等の課題を抱え
ています。

　これらの企業をサポートし、日本企業の
海外進出（In-OutのクロスボーダーＭ＆A）
をより実効化すべく、弊社は、本年３月、
日本企業の海外事業展開を強力に支援す
る専門組織であるフロンティア・グローバラ
イゼーション・サポート（FGS）を立ち上げま
した。FGSは、現地の実態把握、現地企業
の構造改革、業務改革、経営管理体制の
再構築、事業性の見極め、海外Ｍ&A戦
略の策定及びPMI等の支援を行います。
　弊社は、海外M＆Aにおいても、M＆A
戦略策定、対象企業の探索、M＆A交渉
のアドバイス、PMI支援といった一気通貫
サポートにより、顧客の企業価値向上に
貢献いたしますので、今後ともご愛顧の
ほどよろしくお願い申し上げます。
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武藤 　近年、第３次AI（人工知能）ブームと言われています。
ディープラーニング（深層学習）という新しい手法が登場
したり、GoogleなどのIT企業やトヨタ自動車といった巨
大資本がこの分野に参入し、ビジネスへの応用を真剣に
探り始めています。

　 　そこで、AIは企業経営にどのように応用できるのか、
経営トップの意思決定を支援する人工知能の可能性につ
いて議論してみたいと思います。山川さんは、長年、人
工知能を研究し、現在は脳の機能に学んだ汎用AIの実
現を目指しておられます。まずは、AIの歴史と最近の傾
向を簡単にご紹介ください。

山川 　確かに現在は、第３次ブームです。1960年代に第１次
ブームが起こり、人工知能と言えばゲームを解く機械で
した。当時の計算機は今よりとてつもなく処理速度が遅
かったのですが、それでも人間より速く、バックギャモ
ンのような特定のゲームはできた。とはいえ、簡単なゲー
ム以上には広がりがなかった。

　 　その後、1980年代にエキスパートシステムと呼ばれ
る、人間が分野ごとにデータを作り込むAIが登場して
第２次ブームとなりますが、1990年代にまた下火となり
ました。そして2012年頃、一般の物体を認識できる画
像情報処理等に特徴を持つディープラーニングの登場
がきっかけとなり、三たびブームとなっています。

武藤 　それまでのエキスパートシステムとディープラーニング
は何がどう違うのですか？

山川 　人工知能を動かすには「行動や認識のための手続きを
記述するプログラム（アルゴリズム）」と「知識」の両方
が必要となります。それを分けて複雑な動きができるよ
うにしたのが80年代のエキスパートシステムでした。と
ころが、知識はどんどん新しくなるので、知識自体を更
新しないと高度な動きや判断はできない。例えば医療用
のロボットなどが好例ですが、知識の更新ができないこ
とがネックでした。

　 　それを克服しつつあるのが、ディープラーニングです。
大量に蓄積された画像情報から、例えば、猫のひげやしっ
ぽといった特徴的な部分を自動的に探し、猫を高精度で
見分けられる。昔なら猫を認識するためにその特徴を、
プログラムに記述する必要があったのですが、計算機の
処理速度の向上と大量データの蓄積およびディープラー
ニング技術により、画像を含む大量のデータを入れて計
算すると必要な情報が瞬時に取り出せるようになった。
猫などの様々な一般物体も簡単に認識できるようになっ
てきたのです。

武藤 　画像認識技術もそうですが「全自動のAI」が社会で応
用される。そうなれば、急激に適用範囲が広がりますね。

山川 　人間は、基本的に視覚の動物です。ディープラーニング
によりこれまで人間にしかできないと考えられていた高
度な画像認識処理が、機械にもできるとわかってきた。
例えば、車の自動運転中の場合、空き缶が転がってきた
とか、ビニール袋が飛んできたとか、いろいろなものが
区別できるようになります。

武藤 　自動車メーカーまでがAIに巨大投資をするようになっ
たり、現在ある職業の多くが機械に取って代わられると
いう衝撃的な予測も話題ですね。

山川 　ただし、AIを実現する難しさの一つに、今回の経営へ
の応用というテーマとも関係する「フレーム問題」という
ものがあります。これは人間が物事を認識したり判断し
たりするときに、どういう情報に着目すべきかを決めるも
のです。例えば、ロボットにカゴを取って来いと命令した
場合に、その上に爆弾が置かれていれば、爆弾をカゴか
らおろして持ってくると判断することは自然ですが、ロ
ボットには難しい問題です。現状のAIは判断の材料に何
を選んだらよいかを自動的には判断できず、人間があら
かじめ設定しないとうまく対応できないのです。

武藤 　判断の手掛かりとなる枠組み（フレーム）を決めるの
が難しいわけですね。私どもは経営者の問題解決のお手
伝いをさせていただいておりますが、経営判断を支援す
るAIの基本要件を考えてみました。《図表1》

人工知能学会理事および副編集委員長。玉川大学脳
科学研究所特別研究員。全脳アーキテクチャ勉強会
発起人の一人。汎用人工知能研究会の発起人の一人。
専門は、人工知能、特に、認知アーキテクチャ、概念獲
得、ニューロコンピューティング、意見集約技術など。

山川  宏 ドワンゴ人工知能研究所長
工学博士

東京大学博士（理学）。スタンフォード大学MBA。㈱三
菱総合研究所を経て、2014年にフロンティア・マネジ
メント㈱に入社。

武藤  覚 マネージング・ディレクター
経営企画部長

出所：フロンティア・マネジメント作成

経営支援AIの基本要件

特定の目的を与えれば、社内外の情報を収集・分析して経営判断のための選択肢を提示することができるLevel 1

特定の目的を与えれば、社内外の情報を収集・分析して経営判断のための選択肢を提示し、経営判断を受けて必要な
指示を下すことができるLevel 2

自律的に社内外の情報を収集・分析して、独自の経営判断に基づいて必要な指示を下すことができるLevel 3

なぜ今、
人工知能なのか？

深層学習が
画像認識に革命をもたらした

機械が人間の仕事を
奪う時代の到来

経営判断を支援するAIの基本要件
図表
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AI経営の衝撃
今やAI（人工知能）は一大ブームとなっている。
いずれ、AIは社長に代わって経営判断まで請け負うのか？
企業経営への応用、社会や個人の生き方に与えるインパクトについて語る。
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　 　経営者の仕事は、経営資源の配分を決め、日々、投資
や人事を適切に判断し、企業価値を最大化すること。

 　ここで、現状と「レベル２」の比較図をご覧いただきた
いのですが《図表2》、現状は、Industry4.0などの製造
現場データや非常に粒度の細かいビッグデータがリアル
タイムで取れるようになり、現場の判断に使われている。
加えて、中間管理職や経営者など、階層ごとの意思決定
情報がそれぞれの判断を支えています。

　 　これが「レベル２」の世界になるとビッグデータからAI
が自動的に経営判断情報を生成し、それを経営者に提示
する。経営者は、重要な経営判断を下し、あとはAIが個
別・具体的な指示を現場担当者に下し、人間はAIに従
うというイメージで、中間管理職は不要です。

 　このような経営判断を支援するAIの可能性について
山川さんのお考えをお聞かせいただけますか？

山川 　現状では、AIによる経営判断の業務用パッケージは聞
いたことがありません。データサイエンティストが個別に
予測をすることはありますが、経営の重要な意思決定支
援は一番難しいところでしょう。

武藤 それはなぜでしょうか？

山川 　AIが経営判断をするには何が正しい経営判断かとい
う事例が必要になります。株式投資のような短時間で儲
かる／儲からないという結果が出るものは大量にデータ
が蓄積できるためAIが学ぶべき事例が多く応用しやす
いのですが、経営は時間で区切りにくいし、環境や条件
も移り変わるため大量のデータとして蓄積できずAI化
に向かないのです。

　 　Amazonの購買履歴のようなデータは、個人のマーケ
ティングに活用できますが、それは環境や条件、購買傾向
が似ているから。しかし、経営は他と同じ発想では競争
に負けてしまいます。逆に言えば、経営というのは、AIに
侵食されにくい。

武藤 　例えば、メーカーの製造ラインで今日はどれだけの量
を生産すればよいのかといった、需要予測に基づく生産
計画などの場合はどうでしょうか。

山川 　ある程度データもありますから、AIの活躍する余地はあ
りますね。難しいのは、新規ビジネスを創出したい場合や、
ここで思い切って撤退しようといった大きな判断。そうい
うときは、AIが業種を超えて似たような事例を探せるかど
うかが重要です。転移学習と呼ばれますが、あるところ
で起こったことを他のところに当てはめて考えるのです。

　 　人間が全業界のあらゆる事例を知るには限界がありま
すが、AIはデータがあれば把握はできるので、今後は力
を発揮できる可能性があるのではないかと思います。

武藤 　今のお話を聞いていると経営者は安心しますね。お
そらく、自分の役割は引き続きあるんだろう。そう簡単
に人工知能で置き換えられることはないな、と。

山川 　そうですね。経営者がすべきは、これまで人間にやらせ
ていたデータ収集や分析をいかにAIに置き換えて、有用
な情報を自分が意思決定しやすいようにコンパクトにまと
めて提示してもらえるようにするか、ですね。ただし、現
場担当者もAIを使いこなして情報収集をしないとデータ
に基づく判断は実現しません。

武藤 　結局は、AIを使いこなせる経営者が残るということで
しょうか。

山川 　AIを使いこなし、データに基づくコンサルティングのよ
うな分析を常に行ってくれる人を手元に置いておき、こ
ういう予兆のときには、こんな判断をした好例があります
よ、などと提示してくれればよいでしょうね。

武藤 　会社内にデータ分析専門の職掌ができるかもしれない
ですね。

山川 　そうです。加えてスピードはますます重要です。経営
は判断のスピードが命取りとなりますから、意思決定の
迅速化に労力が割かれるでしょう。

　 　また、先ほどのフレーム問題に通じるのですが、AIには
人間のような常識や暗黙知がないので、経営判断に向か
ない部分があります。例えば、「夕焼けが見えたら翌日は
晴れる」という経験則があったときに、「地下街にいると
天気はわからないのでこの経験則は適用できない」といっ
た人間が持つ常識的な判断をAIにさせるのは難しい。

武藤 　「AI経営に限界あり」というわけですね。仮にAIが分
析の結果、最善の経営判断を提案してくれても、経営者
は特定の意思決定をした理由を社内外に説明しなけれ
ばならない。最後は人間のコミュニケーションが優先さ
れる気がします。

山川 　そこはAIにとって無理でもないと思います。議論を支
援するための技術や対話型のAIはすでにあります。AI
が、なぜこれがよいのかという論理的な理由を提示し、
経営者が複数案から株主や顧客や従業員が納得するだ
ろうものを選択して提示していくことも可能になる。論
理的な一貫性はAIに分があるので、矛盾がなく、人に響
く範囲で重要な提案をする支援はできる。

　 　加えて、AIの処理能力や判断が人間を越えて勝手に問
題を解決できるようになると、AIが人間にわかりやすく説
明してくれる教育的な機能を持つ技術も必要になります。

武藤 それらはいつ頃可能になるとお考えですか？

山川 　私は脳の発達を模して学習する汎用AI「全脳アーキ
テクチャ」を開発していて、人間の脳と完全に同等なこ
とができるものを目指しています。赤ちゃんは成長に従っ
て、一挙一動が全部データとして蓄積されるわけですが、
それに類したシミュレーターを作って、AIが学習できる
環境を提供するといった研究をしています。

　 　汎用AIが完成すれば、常識ある判断ができるように
なります。24時間すごいスピードで動きますから、当然、

経営者の判断能力を上回ります。俗に言うシンギュラリ
ティ（技術的特異点）です。完成については諸説ありま
すが、21世紀前半でしょうか。

武藤 　コミュニケーションという意味では、今後AIが進化し
ていくと、社会での受け容れ方、法制度の問題が多く出
てくると思われます。

山川 　AIは、社会経済面、政策決定、モラルや法制度、個人
のアイデンティティなど様々な分野に影響があるので、
各分野の専門家が人工知能の進展を常に把握しながら
対応を考える必要があります。

　 　例えば、ロボットはPL（製造物責任）法の対象となった
りしますし、AIが自律的に判断するときにそれをどう捉
えるのかという解釈も複数あるでしょう。

　 　とはいえ、人工知能は当面、道具として使うのが妥当
だと思います。道具として使う限り、責任は使用者や製
造者に付与できますから。

武藤 　人工知能には功罪両面があると思いますが、山川さん
はどのように見ますか。

山川 　人工知能が十分に発達した環境では、生活に必要な産
物は人工知能が作ることになります。ある人はそれを「貴
族の社会」と言います。適切な富の配分が行われるとい
う前提の下ですが、人間は生きるには困らなくなります。

　 　その場合、極端な話、人間は「何もしない」という選択
肢もあり、それには納得がいかない人もでてくるでしょ
う。人工知能に対抗して、趣味を充実させたり「エベレ
ストに登りたい」とか「火星に行きたい」という夢の実
現に向かう人が増えるかもしれない。

　 　昔は何もしない人がいると、コストがかかるという圧
力が働きましたが、ある範囲で十分なリソースがある場
合に、何もしないことも否定されません。

出所：フロンティア・マネジメント作成

経営判断情報

経営判断情報

管理判断情報

現場判断情報

経営者

現状

素データ
ビッグデータ, IoT, Industry4.0, etc.

指
示

中間管理職

指
示

現場担当者

行
動

経営支援AI

経営者

Level 2の世界

素データ
ビッグデータ, IoT, Industry4.0, etc.

指
示

指
示

現場担当者

行
動

AIはどのように社会を
変えるのか

経営判断のAI化は
聖域として残るのか

経営判断レイヤーの変化（Level 2の例）
図表
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武藤 　問題は限られた資源の配分というところになりますね。

山川 　経済学では、所得格差の拡大が最大の問題ですから、
経営者も格差問題への配慮が重要になるのかもしれませ
ん。社会全体の幸福と自社の利益をなるべく整合化させ
る方法を模索することになるでしょうね。

武藤 　合理的な人間しかいないという経済学の基本的な仮説
に基づくと、個人も経営者も利益を最大化しようとします
が、他方で、自己の利益と社会的な存在としてのバランス
が求められる。

　 　AIのおかげで何もせずに快適に生きられるから、ただ
安穏と生きようとする人と、挑戦しようとする人。人間の
行動様式が二極化していくのでしょうか。

山川 　もちろん挑戦の度合いが増えると思いたいです。単純
な挑戦に加えて、生産する必要はないけれどあえて自分
で作ったものを他人にあげたり、誰かを助けるという奉
仕的、利他的な価値観が重視されると思います。

　 　介護もロボットがするけれど、誰かに助けられるのも、
誰かに何かをして喜んでもらうのも人間はうれしいので、
皆が利他的に活動する可能性は高いです。

武藤 　そうすると社会は豊かになるけども、何が幸せかという
のをより個々人が考えて、個々人の幸せを追求するように
なるということですね。

山川 　人工知能の問いかけは、人間とは何か、人間の生きる
価値は何かというところに戻っていきます。これまで知的
な作業は人間にしかできず、それが人間としての価値を
ある意味担保していた。それが、AIでもできるというこ
とになって、自分たちの価値は、一体何なんだろうかと
思い始めるわけです。

　 　人間以外の動物は自分の価値など考えずに生きていま
すから、考えなくてもよいのですが、人間は長らく考え
ることに慣れてしまった。人生や生きる価値を考えたく
なる動物になってしまって、何でもいいから生きればい
いというわけにはいかない。ただ新たな時代の中で世代
を経るなら、そうした価値観がどうなっていくかはわか
らないですね。

武藤 　創造性はどうでしょうか？ IBMの人工知能ワトソンは
料理のレシピを開発したりしていますね。

山川 　知能には、重要な情報と自分の行動を組み合わせると
いう２つの能力が必要なのですが、これは創造性にも通じ
ます。発明もそうですが、無から作るというよりは、新し
いものは、何かのパーツをうまく組み合わせて生まれます。

　 　AIは、いろんなパーツを大量に組み合わせることは得
意です。一方で、そのためのパーツを創ることは難しい。

うまく人間がパーツのセットを作ってやればできますが、
そもそも創造とは、目の前のタスクを超えたところで、ふ
とアイデアが浮かぶことも多い。そういう柔軟性のある
類推は、まず人間にしかできません。脳の中の仕組みに
ヒントが得られる可能性がある分野ではないかと思って
います。

武藤 　善意の反対には悪意もあり、イノベーションにより技術
が発達するにつれて、人を傷つけるような武器を個人が
3Dプリンターで作るようなことも起きています。人工知
能が悪意に利用されることはないのでしょうか。

山川 　そうなる可能性はゼロではないですね。そこで、人工知
能の「知能」の定義が問われます。知能には、何が起こる
かを認識して予測し、予測の先には、何かを制御したいと
いう欲求がある。知能は基本的に自分の影響力を拡大し
ようという欲求の現れでもあります。

　 　幼児が外界について学ぶのが楽しくて仕方がないの
は、何もできないところからいろんなことができる有能感、
万能感を味わっているからではないかと想像しています。

　 　人間はおそらく万能感を味わうと楽しくなるように設
計されているので、知能も同じ。ピストルや原爆を作るの
も影響力の拡大という意味では等しい。道具や技術は諸
刃の剣であり、威力が上がれば上がるほど使い方次第で
善にも悪にもなる。

武藤 　企業の場合、経営者は企業価値をコントロールしたい
わけです。

山川 　人間は経験を積めばそこそこのレベルでいろんなこと
ができる。この能力こそが人間が生き物として生き残っ
てきたゆえんでもある。運転しかできない生き物はすぐ
に滅んでしまうので、人工知能も生存能力を高めるには
やはり汎用性を持つことが重要です。経営は生き残り
ゲームです。常に新しいものを察知し、猛獣のように生
きていかないと資本主義社会で生き残れない。

　 　汎用AIが目指しているものと経営判断ができる知能
はそういった意味では似ていて、状況に応じて柔軟に何
を見るのかを考えることが大事だと思います。

武藤 　優れた経営者ほど広い視野で見る力、俯瞰する力を
持っています。

山川 　以前、心理学の研究を調べていたことがあるのですが、
米軍で将校に模擬演習をさせたときの判断ミスについて
の論文がありました。それによると70％の失敗は見るべ
きものを見てないことによって生じるというのです。

　 　汎用的なシステムや経営判断というのも視野の広さが
重要ですし、シンギュラリティは近づいているとはいえ、
経営者の仕事は、人間の手に最後まで残りやすい。

　 　それに、電力の供給などの重要な資源配分をAIが決
めるなんて嫌ですよね。社会的な納得性や信用性を担保
するために、政治家も含めて重要な意思決定者は人間で
あってほしいと望む声は多いと思います。❖

東京大学文学部卒業。公認会計士。総合商
社、ブーズ・アンド・カンパニー等を経て2013
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。食
品・アパレル・サービス等を中心に成長戦略策
定、PMI支援等に豊富な経験を有する。著書
に「『時間消費』で勝つ！」がある。

松本  渉
マネージング・ディレクター
コンサルティング第3部長

ほんとうの幸せや生きる意味を
AIに問われる

10年ビジョン
構築のすすめ

M&Aを含めたダイナミックな成長を展望するには 
「中期経営計画」では限界がある。

より長期の時間軸での成長ビジョン構築が不可欠だ。
本稿ではその意義を解説すると共に、

ビジョンが画餅に終わらないための実践的なポイントを紹介する。
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　近年、10年または20年といった長期の時間軸での事業戦略・
経営戦略を策定する企業が増えている。三菱商事は従来の中期
経営計画を2013年から廃止し、「経営戦略2015 ―2020年を見
据えて―」と銘打った長期の経営戦略を策定し公表している。
ユニ・チャームもまず10年のビジョンを作り、そのビジョン実
現に向けた実行計画という形で中期経営計画を策定している。

　企業が長期ビジョンの必要に迫られる最大の要因はM&Aの
戦略的重要性の増大であろう。
　かつて日本企業は、事業戦略や経営計画をM&Aと切り離し
て考える傾向があった。オーガニックな成長こそが事業戦略や
経営計画の主役で、M&Aは戦略や計画の範囲外で事業規模
拡大を実現するための「飛び道具」と捉えられていた節がある。
かつてM&A案件が乏しく、かつ不確実性が高い時代には、こ
のような位置づけもやむをえまい。極論すれば「当たるも八卦、
当たらぬも八卦」という訳だ。
　しかしM&Aの案件数も劇的に増加し、かつ情報の透明性も
増してきた今日では、M&Aは企業が成長戦略実現に必要なケ
イパビリティ（組織能力）を獲得するための有力な手段として
位置付けられるべきだ。こうして成長戦略とM&Aは不可分の
関係になってきている。
　戦略的に重要性が高まったM&Aを経営計画に取り込もうと
すると、３～５年の時間軸で作られる中期経営計画では不十分
になる。案件の発掘に時間がかかるうえ、M&A実行後もシナ
ジー創出には長期の時間を要することが多いからだ。これらの
一連のプロセスを経営計画に取り込むには、最低10年程度の
時間軸を設定する必要がある《図表１》。

　日本企業では、依然として３年程度の中期経営計画のみを
もって「事業戦略」とし、「別枠」でM&Aをトップマターとし
て極秘裏に検討している企業が多い。往々にして、どのような
事業領域でどのような企業と組み、どれぐらいの規模感の成長
を実現するのか、といったおおもとの戦略が不在になりがちだ。
トップの個人的な思い入れだけでM&Aを断行したり、思いも
よらぬ案件に遭遇して浮き足立って高値掴みしたりするなど、
場当たり的な意思決定に陥りやすい。するとトップの決めた買
収先・提携先には「触らぬ神に祟りなし」とばかりに関与した
がらない役員が増え、過去の高値掴みが災いして過大なのれ
ん償却や減損を余儀なくされる企業も多い。
　今日の企業には、M&Aの実行是非を一貫した戦略に基づい
て判断する確固とした指針と、組織的で透明性の高いプロセス
が重要だ。長期ビジョンの構築はそのような指針の土台となり
得るし、長期ビジョンを構築するプロセスそのものがM&Aを
「聖域」から白日に晒し、組織的で透明性の高いプロセスを形
成する第一歩となり得る。このように長期ビジョンの構築を通
じて成長戦略とM&Aとの連携を強化することをお勧めした
い。

　さて、筆者は今まで数多くの企業の長期ビジョン構築のお手
伝いをしてきたが、正直に申し上げると、それらの企業のうち
ビジョンが現実の経営に生かされ実行された企業もあれば、お
蔵入りし、お題目で終わってしまった企業もある。ビジョンを
画餅で終わらせないためには何が必要だったのか、今振り返っ
てみると、結局は以下の２点に集約されるように思われる。

　日本の企業では、ビジョンをトップが自ら作るよりも、経営
企画部のスタッフが立案したり、部門横断的な特命チームを組
成して検討をしたりするケースが多い。
　このようにボトムアップ型で構築したビジョンは、社員の多
様な視点やアイディアを取り込むことができ、かつ社員の納得
感を得られやすいというメリットがある。反面、ともすれば「合
議による最大公約数」で構築されるので、多様な視点であれも
これも盛り込まれ、個別のアイディアが相互に整合しないまま
残ったり、それをカモフラージュするため当たり障りのない将
来を描いたものになったりするケースが多い。前者は実行段階
で非常に大きな混乱や障害を招くし、後者は具体的に企業行動
を規定する指針とならずお蔵入りしてしまう。
　ビジョンは個別のアイディアではなく、「市場の将来像はどの
ようなものか（環境認識）」「その将来像に立ち向かうために何
を強みの拠り所とするか（コアコンピタンス）」「その強みを生
かすためにどんな事業領域に注力するか」「全体としてどのよ
うな定量目標を掲げるのか」といった大きな論点が相互に整合
的に積み上げられた「組み合わせの妙」（=一貫性）で勝負す
べきだ。
　三菱商事の長期ビジョン「経営戦略2015 ―2020年を見据え
て―」を見ると「規律」と「成長」というキーワードのもとに、環
境認識とそれにこたえるべきコアコンピタンス、事業領域、定量
目標が驚くほど首尾一貫して連なっているのがわかる《図表2》。

　上記のような「組み合わせの妙」を実現するには、必ず選ぶ、

決めるというプロセスが介在しなければならない。ボトムアッ
プ型でビジョンを構築する場合にも、皆に心地よい落としどこ
ろを探るのではなく、必ずリーダーが断腸の思いで「惜しい」
意見を捨てるという決断のプロセスを経るべきである。
　筆者がある大手小売企業の長期ビジョン構築を支援してい
たとき、プロジェクトリーダーは全体のストーリーが煮詰まる
までスタッフに一切指示を出さず、数週間文字通り自室に「引
きこもった」。その間スタッフは何をしてよいかわからず右往
左往したが、骨子が出来上がってからは誰も迷うことなくビ
ジョンの肉付けにまい進できた。「決断する」というのは孤独
な作業だ。引きこもるぐらいの覚悟がなければ真の決断には至
らない。
　こうして立案されたビジョンは更にトップの決断というフィ
ルターを経ることになる。ここでも「引きこもるほどの腹落ちプ
ロセス」がカギとなる。「お前たちが決めたのだから俺も尊重す
る。やるのはお前たちだからね。」といったスタンスで社長がス
タッフの作ったビジョンを受け入れるタイプの企業は必ず失敗
する。実際には社長は本気で共感していないため、いざ重要な
意思決定を行う場合には当該ビジョンと路線の異なる決断を下
し、従業員を混乱に陥らせることになるからだ。
　逆にビジョンを生かす企業は、社長の腹落ち過程で「ひと
波乱」あるのが通常だ。スタッフが立案したビジョンに対して
これはやる、これはやらない、と決断をする。筆者が支援した
ある大手食品メーカーでは、スタッフが立案したビジョン案を
社長が一旦受け止め、休暇中に「引きこもって」吟味し、自ら
の言葉で再構築した。当初案を提出したスタッフ以上に思い
切った方向性を打ち出していったので、社員は驚きながらも今
後自分たちが実現すべき価値に心底ワクワクしたそうだ。組
織が強い結束でビジョンの実現に突き進んだのは言うまでも
ない。❖

出所：フロンティア・マネジメント作成

出所：フロンティア・マネジメント作成

経営計画との連携

M&A検討プロセス

M&Aの位置づけ

M&A機会

なし（中期経営計画の範囲外）

属人的

規模拡大の「飛び道具」

少数・偶発的

かつて

長期ビジョンでカバー

組織的

能力構築の合理的手段

多数・必然的

これから

環境認識

コアコンピタンス

事業領域

定量
目標

不透明性増大

安定収益基盤

ポートフォリオの入れ替え

ROE12～15%

規律

アジアが世界の成長をけん引

潜在成長力

アジア基軸のグローバル展開

事業規模の倍増

成長

三菱商事の経営戦略2015（弊社理解）＝「規律ある成長」

なぜ長期ビジョンが必要なのか

M&Aは「規模拡大の飛び道具」から
「能力構築手段」へ

ビジョンを画餅で
終わらせないために

「聖域化」したM&A検討プロセスを
白日に晒す

４要素の「組み合わせの妙」を
突き詰める

「引きこもり」、決断する

長期ビジョンの構成要素
図表

2

なぜ長期ビジョンが必要か
図表

1
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　はじめに昨今の我が国の消費環境につ
いて触れておきたい。総務省の「家計調
査」によれば、この10年間の一人あたり
の消費支出総額は年平均+0.5%である
が、内訳をみると耐久消費財への支出は
年平均△0.5%と減少傾向である一方、非
耐久消費財への支出は年平均+1.0%と増
加傾向にある。
　ただし、非耐久消費財にもカテゴリ毎
に濃淡があり、例えば衣料品は長期低迷
が継続。この間、増加しているのは食品分
野であり、特にこの１年では品目別の構成
比において、2014年の40.3%から2015年
の42.4%へと著しい伸びを示している《図
表1》。
　販売する側の小売業にもその傾向は顕

著に現れており、2015年度決算はアパレ
ル業種が深刻な不振、これに対し食品
スーパーは上場会社の9割が増収及び増
益を果たすという明暗二様の様相を呈し
ている。
　これらの事象より、食品消費増加から
食品小売の好調と導くのは簡単であり、
また、その背景には原料高による単価上
昇があったことも衆目の一致するところ
だが、筆者が注目しているのは、「世界
一厳しいと言われる日本の消費者が、こ
れほどの単価上昇を受け容れる土壌が
あった」点である。

　では、この間、消費嗜好はどう変化し
たのだろうか？ 弊社執筆書籍の「時間資

本主義の到来」「『時間消費』で勝つ！」に
て紹介しているが、スマートフォンの普
及等に伴って「すき間時間の活用」が進
むなど、消費者は時間そのものを価値と
して重視する方向にシフトし、その結果、
特に日常使いのコモディティ分野では、
「買い物等を短時間で賢く（間違いなく）
済ませられる」ことへのニーズが高まっ
た。つまり、限られた時間の中で、食べて、
或いは着てみて、使ってみて、時間を置
かずに当該商品の価値を実感したい、と
いう行動原理（＝即体感型消費）が色濃
く出るようになったのである。
　この点、前述の「食」分野は、即体感型
消費にうってつけと言ってよい。例えば、
「住」分野は耐久消費財も相応に多いう
えに、非耐久消費財も何度か使ってみて
効用が分かるものが大半である。「衣」分
野も外出用を中心に基本的には他人に見
せないと価値を判断しづらい。これに対
し「食」分野は、単純に食べれば分かるし、
リードタイムも最長で買い物をしてから
家に帰るまでである。食べ歩きであれば、
まさに即体感である。昨今、食分野の中
でも調理食品（いわゆる中食）が利便性・
省力化を理由に伸長してきたが、これも
即体感型消費と実質同義と言えよう。こ
のように「食」分野の場合、その商品特
性自体が、昨今の消費者嗜好の変化に
マッチしていたこともあり、メーカー各
社の付加価値化努力と相まって昨今の
値上げラッシュの容認に結びついたもの
と考えられる《図表2》。

　一方、「食」には及ばないまでも、「住」
「衣」分野にも、即体感型の消費嗜好を取
り込む糸口は相応に残されている。
　「住」分野では、非耐久消費財を中心に、

店頭において付加価値を体感できる仕掛
けを随所に用意することが重要とみられ
る。テスターの充実はもちろん、特に雑貨
の場合はアイデア商品や利用素材に訴求
した商品も多く、即体感という意味では、
それらを見せるだけでなく、触れてもらう、
試しに使ってもらうような取り組みが必
要ではなかろうか。
　「衣」分野では、一つの切り口としてヒー
トテックに代表される機能性インナーは、
着た瞬間に「暖かい」「涼しい」を感じら
れるという点で即体感型と言える。一方、
アウターやファッション製品の場合、買っ
てから実際に着て価値を感じるまでの
リードタイム自体は短縮できないため、少
し視点を変えて、買うまでの時間・行為を
短縮／効率化する取り組みが有効と考え
る。実際、最近ではSNSと連動してコー
ディネートを代行する業者も出てきてい
る。例えば、ターゲットとする若い女性が、
都内の移動中に思い立って当該サイトで
バーチャルコーディネートを閲覧し、気に
入った商品があれば、帰りの道中迷わず
その商品を買うことができるようになって
いる。誤解してはいけないのは、消費者
の中でファッションに使う時間が減って
いるわけではなく、より失敗しない商品選
びを、移動しながら（時間の有効活用）慎

重に行っているという、いかにも今日的な
消費スタイルを貫いているだけなのであ
る。

　「食」分野においても、高付加価値化と
値上げ以外にも伸び代はあるとみている。
例えば、即体感型かつ味のレベル向上が
期待されるという点では「冷凍食品」が
挙げられる。ひと頃は中食の成長に隠れ
ていたが、最近では「食べる時点では鮮
度が落ちる」「味が画一的」という中食へ
の声も聞かれる中、冷凍食品では、簡単
な調理で「これまで家庭では実現できな
いおいしさ」を持つフランスのピカール等
も広がり始めている。小売業者側の観点
でも、品質管理が行いやすく廃棄ロス削
減にも繋がるため、収益商材化も期待さ
れている。
　加えて「家事代行」も即体感ニーズを
受けて食分野を中心に伸びる可能性があ
る。実は中食を含む調理食品の中で「そ
うざい材料セット」という分類は年々消費
額を減らしている。材料セットは「調理」
のプロセスが必要となるため、手間を惜
しむ人が多いためであろう。この点、「材
料を考えてくれる」から一歩進んで「お

いしい料理を自宅で作ってくれる」ところ
まで進めば、その時間を他に有効活用す
ることができる。現状は単価が高いこと
もあって「敷居が高い」との評価だが、
共働き等時間と手間を節約したい層に対
してアプローチする余地は大きいと考え
られる。

　今回のテーマでは、「即体感型消費」の
代表格とも言える「オムニチャネル」は敢
えて議論の対象外とした。これは、取り
扱い拠点を含めた物流インフラの整備や
システムに巨額の投資が必要であり、ア
マゾンやセブン＆アイといった先行組に
対し正面から勝負することは多くの企業
で難しいと考えたためである。
　筆者が提案する即体感型消費への適合
は、時間短縮だけでなく、多くの人がわず
らわしいと感じる「選択」（何食べる？ 何
着る？）の手間の省略や、実際に触れたり、
食べたりして体感できる品揃えや売場作
りである。
　弊社でも変化する消費者を追い続け、
新しい「即体感型消費」を実現するため
の支援を積極的に進めて参りたい。❖

京都大学経済学部卒業、中小企業診断士。㈱ダイエー、㈱朝日ホー
ルディングスを経て、2010年にフロンティア・マネジメント㈱に入
社。小売業の中期計画策定・管理業務を長年にわたり経験し、消費
財メーカー（飲料、繊維）や卸売業においても中期経営計画策定や
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出所：フロンティア・マネジメント作成

出所：家計調査（総世帯）をもとにフロンティア・マネジメント作成
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■アイスクリームやチョコレートなど嗜好性の高いカテゴリにおいて、高価
格帯ラインナップを拡充（菓子メーカー）

■おにぎりの素材強調型ライン、弁当のメインおかず高級化&容器刷新
（コンビニエンスストア）

■触れて直ぐに分かる寝具・リネン類の充実及び中身（素材）の店頭陳列、   
要説明キッチン用品のデモ充実（雑貨小売／メーカー）

■化粧品及び健康食品のテスター充実
（ドラッグストア）

■高級ブランド品の低価レンタルサービス
（リサイクルショップ）

■SNSと連動した日次更新型&クリップ機能付のコーディネートサイト
（アプリ製作会社）
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原料高を付加価値化の
追い風として活用

即時体感できる仕掛けを
店頭髄所に導入

買い物時間短縮と
成功確率向上の両立

このところ、消費者の間では“即体感型消費”のトレンドが急速に強まっている。
目下、その恩恵は「食」分野が享受しているが、食に絡むサービス需要の開拓により同分野はさらに伸びる余地がある。
また「住」「衣」分野においても、売場作りや顧客接点拡充の観点から即体感は重要なキーワードとなるだろう。

食品小売好調と
その着眼点

「即体感型消費」と
食品特性

商品購入に占める品目別構成比

「食」「住」「衣」メーカーの付加価値化努力

図表

1

「即体感」の
醸成に向けて
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　ヘルスケア領域への進出がここにきて
活発化しているが、その理由は大きく３つ
ある。まず、ヘルスケア領域は、その市場規
模の大きさ（日本だけで約50兆円）と、他
の業種に比べ、成長性と収益性が相対的
に高い認識がある。これに加えて、製造業
の成長鈍化が顕著になってきた中、新た
な成長の軸を打ち出すことが急務になっ
ていることがある。さらに医薬品・医療機
器市場における構造変化が、魅力的な市
場機会を生み出していることも事実だ。
　ヘルスケア領域における構造変化は、
既参入プレイヤーには脅威になる場合が
多いが、ユーザー／消費者（患者を含む）
にとっての価値創造では、新規参入組が
有利な場合もある。本来ヘルスケア領域
は産業集積的であり、メガトレンドとミク
ロな変化が交錯することは、殆ど全ての産

業に関係することであり、逆に「ヘルスケ
ア領域はわが社には関係ない」といえる業
種はない。
　《図表1》にヘルスケア領域における構
造変化を模式的に示す。構造変化ドライ
バーは大きく２つあり、❶人口動態の変化
（人口減だけでなく人口構成、分布、変化
率の変化を意味する）、❷技術革新（イン
ターネット、コンピューティング、アナリ
ティクス、センシング、ロボティクス等に
おけるブレイクスルーとそのイノベーショ
ンへの進化と浸透）である。これらドライ
バーのサブのドライバーとして、❶に起因
する医療需要増大と国の財政逼迫による
医療費抑制圧力の高まり、技術革新により
医療提供側とユーザー（消費者。患者）の
間に存在する情報の非対称性の解消によ
る消費者エンパワーメント（医療の質に対
する要求、過剰診療回避、疾病予防への
意識の高まり）、異業種参入による様々な
イノベーションのヘルスケア分野への活用
がある。
　新たなソリューションはいずれも既存プ

レイヤーだけで実現できるものでなく、し
かも、技術革新や新たな事業モデルがま
た新たなニーズを創出するというダイナミ
クスもあり、異業種にとってはますます魅
力度が高いのがヘルスケア領域である。

　この構造変化とそれによって生まれる
市場機会を早くから認識し、医薬品や医
療機器関連の分野に参入している企業は
多い。しかし一方で、弊社が様々な業種の
ご支援をさせていただく中でも多々目にし
ているのは、なかなか事業が立ち上がらな
い、投資回収が進まない、撤退を視野に入
れる状況に陥っているといった状況であ
る。これには様々な形態と原因があるが、
大別すると３つのパターンがある。

◆パターン1：技術を過大評価
自社の強みを活かすことは、それが狭義
の技術であれブランドであれ、事業参入
成功の必要条件であるが、しばしば目に
する失敗パターンは自社の技術を過大
評価することである。

◆パターン2：狭すぎる市場
新規参入者は、往々にしてニッチを狭く
捉えすぎる傾向がある。医薬品も医療
機器も本質的にニッチの集合体である
が、実は市場はロングテール化し、ます
ますニッチの集合体となってきている。
◆パターン3：過度な内製主義
提携やM&Aを前提とした事業戦略は、
相手があることだけに、買いたい事業や
会社が実際には合意に至らない、もしく
はそもそも高くて買えないことが多く、
具体性に乏しい戦略として社内で却下
されてしまうこともあるだろう。

　これらは代表的な失敗パターンである

が、その原因は必ずしも多くの企業が公式
に発表しているような外部環境（市場、競
合、規制等）要因によるものではなく、自
社によって克服し失敗を避けられることが
可能であると考える。
　これら失敗パターンに共通している要
因は、1顧客・市場の視点でのチャンス
（市場機会）の理解・洞察が不十分であ
ること（技術ドリブンになりがち）、およ
び2そのチャンスをどう捉えるのか（事
業モデルの組み立て方とそれに必要なス
キル・ノウハウの調達と展開）が自社の
能力や企業文化重視になってしまってい
る（このことにより1を結果的に軽視して
いる）ことである。この２点を踏まえ、ど
ういうポイントをおさえ何をすればヘル
スケア領域への参入とその後の事業展開
を成功させることができるかの「勘所」
を提示したい。

　ヘルスケア領域に限らず、新規参入者
にとって「新規事業」であるが故の本質的
な難しさはあるとはいえ、ヘルスケア領域
においてもその本質を突いた事業展開で
事業リスクを抑えつつ、新たに生まれる市
場機会を捕捉して成長を実現することは
可能である。
　その勘所は大きく３つある。1点目はト
レンドと市場機会の見極め、２点目は事業
モデルの定義、３点目は組織学習メカニズ
ムの構築である。

　《図表1》に示したマクロな構造変化の
構図は、実は他の業界よりもヘルスケア領
域の方が描きやすいのだが、意外と理解
されていないことが多いため、まずはこれ
を理解することが先決である。理解すると
は、前述のサブドライバーの存在と、それ
がどういう市場機会を生むか（あるいは脅
威をもたらすか）まで噛み砕いて示唆を抽
出することである。異業種プレイヤーは、
示唆抽出は専門知識が無いとできないと
思われがちだが、実はそんなことはなく、
ヘルスケア領域は他業種に比べると容易
に正確な情報が低コストで得られ、また開
示されている上場企業の戦略や取組から
多くのヒントが得られるのだ。例えば、ア
ンメット・メディカル・ニーズでウェブ検
索すれば様々なレベルの具体的なニーズ
が随所に記載されている。

　事業モデルとは、いわゆる「儲ける仕組」
であるが、単に製品・サービスを提供する
自社や事業パートナーと顧客の間を線で
結ぶことではなく、重要なのは顧客がなぜ
それを必要とするのか、何の価値をどう創
出しどう提供するのが望ましいのか、まさ
にバリュー・チェーン（価値創出・提供の
連鎖）の本質に立ち返った仕組である。自
社の現状の事業と、その上下流で必要な
能力をどう組み合わせ、誰と組めばいいの
かだけではなく、それで価値を訴求できる

のかを問うことだ。《図表2》

　当初策定した戦略どおりに事業が展開
できるとは限らないのは常である。そこで
重要なのは、なぜその変化が生じたのか、
変化に適応する打ち手として何が考えら
れどう奏功したかしなかったかを見極めつ
つ代替案を立案し実行できるか、これはま
さに戦略遂行におけるPDCAに他ならな
い。実は新規事業では「鼻の利かない」領
域でどう判断し行動するかが試されるだ
けに、組織学習メカニズムを構築するには
恰好のチャンスなのだ。他業界よりも一般
的に製品ライフサイクルが長いため、むし
ろやり易い部分もあるが、一方で結実する
に要する期間も長いため、マイルストーン
管理が重要となる。
　私共がみる限り、新規参入に成功して
いる企業は、例外なくこれらの勘所をかな
りしっかりおさえて事業を展開しておられ
る企業である。

　以上、特にヘルスケア領域に異業種か
ら参入し事業展開することのチャンス、リ
スク、勘所について述べてきたが、上記の
勘所に関してまずは関係者でオープンな
ディスカッションをしてみてはいかがだろ
うか。❖

東京大学大学院、ミシガン大学経営大学院修
了（MBA）。一級建築士、公認PMP。外資系戦
略コンサルティングファームで、戦略策定、組織
能力向上、PMI等のプロジェクトをリード。GE
ヘルスケアでは、事業ターンアラウンド、SCM最
適化プロジェクト等の責任者を務める。2012
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社、マ
ネージング・ディレクター就任。

Hajime KOBAYASHI
小林　創コンサルティング第2部

マネージング・ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

出所：フロンティア・マネジメント作成

技術革新
2

人口動態の変化
1

■ICT、センシング、
アナリティクス

■異業種参入

■医療費抑制

未充足（市場）ニーズ

市場機会

アフター
サービス物流営業製造調達マーケ

ティング開発研究

医薬品

事業セグメント

３つの事業戦略
アプローチ

ヘルスケア分野のバリューチェーン（サプライヤー視点）

医療機器

医療材料

プロセス効率化

原材料

部品・部材

部品・部材

点検・修理サービス

点検・修理サービス

原薬・中間体製造

製剤・包装

バイオCMO

プロセス効率化

原材料

部品・部材

部品・部材

部品・部材

部品・部材

自社技術の展開
（製造）

他社技術の獲得・展開
（製造）

自社/他社能力の展開
（サービス）1 2 3

本業の成熟に伴い、成長のため医療・健康関連事業への異業種からの参入が活発化
しているが、一見事業リスクと難度は高いため、なかなか収益化できない場合も多い。
トレンドを見極め、事業モデルを定義し、組織学習のメカニズムを構築することで、
新たな収益源獲得を超える効果の実現が可能となる。

ヘルスケア領域への
参入が活発化

ヘルスケア領域におけるメガトレンドと構造変化

事業モデルの考え方

図表

1

事業参入・展開が失敗する
パターンと原因

ヘルスケア領域の魅力

ヘルスケア領域を
成功させるための勘所

終わりに
今すぐやるべきこと

1. トレンドと市場機会の見極め

3. 組織学習メカニズムの構築

2. 事業モデルの定義

図表

2

産業財トピック

ヘルスケア領域で
自社の強みを活かすには
事業参入のチャンス、リスク、勘所

ヘ
ル
ス
ケ
ア
領
域
で
自
社
の
強
み
を
活
か
す
に
は 
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　海外M&Aのプロセスは、M&A戦略や
対象会社の選定等を行うプレディール、対
象会社を特定し、調査や交渉、契約締結、
クロージングまでのエグゼキューション、
買収後の統合、管理、経営を行うポスト
ディールの３つに大別される。失敗を引き
起こす要因は3つのいずれにも内在してい
るが、プレディールにおける失敗（M&A
戦略が不十分、対象会社の選定が不適切
等）は、その後の意思決定の機会で買収検
討の中止という選択肢が残されていること
から、比較的軽度と考えられる。つまり、
後に損失、不祥事、コンプライアンス違反
等の損害が発生する主要因となるのはエグ
ゼキューションとポストディールの２つの
フェーズにおける失敗である。２つのフェー
ズで発生する失敗から、例えば、《図表1》
のような３つのリスク／損失が発生する可
能性があり、それらの影響として、キャッ
シュの減少、資産、利益の減少、レピュテー
ションの悪化／ペナルティの発生がある。

　1ののれんの減損は、原因の発生時期が
エグゼキューションとポストディールの２
通りある。買収額が高過ぎたという原因は
エグゼキューションにおけるもの、買収後
のマネジメントで成果が出せず、計画して
いた業績を達成出来なかったという原因は
ポストディールにおけるものである。どち
らも資産、利益の減少という影響を及ぼし、
ポストディールにおいてのマネジメントで
成果が出せなかった際には、売上やキャッ
シュが減少するという影響も及ぼす。再発
防止策としては企業価値算定（Valuation）
の適正化、意思決定プロセスの厳格化、成
果を上げられるような適切なマネジメント
体制の構築が挙げられる。
　2の不正会計、3の不祥事、事故、コン
プライアンス違反も原因の発生時期はエグ
ゼキューションとポストディールの２通り
ある。デューディリジェンス（DD）で発見
できなかったという原因はエグゼキュー
ションにおけるもの、買収後の経営管理で
発見、改善できなかったという原因はポス
トディールにおけるものである。これらに
よるリスク／損失は３つの全てにわたって

影響を及ぼす。再発防止策として、DDの
厳格化、表明保証※等の条項による保全、
また、不正会計や不祥事を検出できるよう
な買収後の適切なマネジメント体制の構築
が挙げられる。

　海外M&Aのエグゼキューションでは、
言語の壁や商習慣や法令等の相違、Ｍ＆Ａ
の複雑性等によって難易度が高まること
で、失敗が起こる可能性がある。《図表2》
しかしながら、それらの困難の多くは、❶
情報、知見、経験、❷慎重さ、❸意思決定
の強さ（意思決定の早さではなく、説明能
力の高さ）、❹専門家の起用、の４つで克服
可能と考えられる。❶～❸は投資当事者で
ある日本企業に必要なスキルや対応能力で
あるが、❹を充実、拡大させることで強化、

補完することが可能となる。
　❶情報、知見、経験は、規制の導入、変
更が多く、解釈と事例の乖離がある新興国
においては特に重要である。筆者が関与し
たインドネシア金融機関の案件では、実務
慣行の情報も収集し、対象会社の状況を
理解、配慮しながら調査、交渉を行った。
金融機関の所管官庁であった資本市場監
督庁（BAPEPAM-LK）にインドネシア中央
銀行傘下の銀行監督局が移管され、金融業
種全般を所管する金融サービス庁（OJK：
Otoritas Jasa Keuangan）が2014年に設立
され、これまでよりも厳格な基準や見解で
市場の規律を監督する姿勢が示された。
例えば、インドネシア市場上場の金融機関
が潜在的な買手からM&Aのアプローチを
受けている場合、DDの対応前にその状況
や相手先をOJKへ報告、相談することが
実務上求められる。その後、DD実施段階
においても対象会社の開示可能な情報は
非常に限定され、調査や情報収集の機会
はインタビューに限られる場合が多いた
め、フルスコープのDDを想定、交渉する
よりも公開情報を事前に深く分析し、不整
合な点や説明されていない事項に関する質
問を準備し、得られた回答を表明保証に反
映するという対応が適している。
　海外M&Aを実行する主体者が規制や慣
行に関する情報、知見を有していない場合
には、ディールの初期段階からアドバイザー
を起用・活用することで、調査範囲、深度、
交渉の進め方等を適切に理解、実行するこ

とが可能となる。また、検討・交渉事項の
漏れや深度も補うことが可能となる。

　海外M&Aのポストディールにおいては、

《図表3》のように様々な分野への理解が乏
しいことで難易度はさらに高まり、失敗が
起こる可能性も高まる。しかしながら、そ
れらの困難の多くは、❶情報、知見、経験、
❷ガバナンスの構築、❸内部統制の構築、
❹内部監査の導入、実施、❺専門家の起用
の５つで克服可能と考えられる。
　❷ガバナンスの構築とは、支配の仕組み、
権限委譲を適切に構築することである。例
として、体制の枠組みや詳細を構築し、実
践すること等が挙げられる。❸内部統制の
構築とは、不正の予防、早期発見の仕組み
作りであり、内部通報制度の整備等が挙げ
られる。❹内部監査の導入、実施では、内
部統制の仕組みが機能しているか独立的
に評価する内部監査でモニタリングやコン
サルティングが適切に行われることが重要
である。
　筆者が関与したインドの合併案件では、
❶の中のDay 1、Day 100のプランニング
のために２社の財務・経理、人事・組織の
相違把握、統合案作成の業務をアドバイ
ザーへ依頼いただいた。❶に関する業務は
現状把握に手間や時間を要すると共に、統
合案の作成を経験豊富なアドバイザーに
委ねた方が効率的であることから依頼され
る例が多い。しかしながら、❷～❹につい
ても、類似した他社事例や経験を有するア
ドバイザー（専門家）を積極的に活用する
ことで、独立性の高いリスクマネジメント
を実践することが可能となる。❖

慶應義塾大学理工学部卒業。米国通信機
器会社でマーケティング業務に従事した
後、プライスウォーターハウスクーパース
㈱で国内および海外のM&Aアドバイザ
リー業務、事業再生業務に従事し、2015
年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

Shinji KASUYA
粕谷 伸司

ファイナンシャル・アドバイザリー第2部
シニア・ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

出所：フロンティア・マネジメント作成

出所：フロンティア・マネジメント作成

■買収額が高過ぎた

リスク／損失 エグゼ
キューション

ポスト
ディール

キャッシュの
減少

会計上の資産、
利益の減少

レピュテーション、
ペナルティ

原因
原因発生時期 リスク／損失の影響

1 のれんの減損
■買収後のマネジメントで成
果が出せなかった

■DDで発見出来なかった

■買収後の経営管理で発
見、改善出来なかった

■DDで発見出来なかった

■買収後の経営管理で発
見、改善出来なかった

■成果を挙られるような適切なマネ
ジメント体制の構築

■Valuationの適正化
■意思決定プロセスの厳格化

■DDの厳格化

■不正を検出できるような適切なマ
ネジメント体制の構築

■DDの厳格化

■不祥事、違反を検出できるような
適切なマネジメント体制の構築

2 不正会計

　 不祥事、事故、
3 コンプライアンス
　 違反

再発防止策

情報、知見、経験

ストラクチャリング（特に税務）の複雑性

M&Aプロセスの複雑性

法令、会計基準の相違

商慣習、企業倫理の相違

言語の壁

慎重さ

意思決定の強さ（早さでなく、説明能力の高さ）

専門家の起用

1

2

3

4

ガバナンスの構築

現経営者、従業員を維持させたいため、厳格化し難い

現地（経営者）への権限範囲、本社のコントロールバランスの理解が乏しい

重要なコンプライアンスリスク（贈賄防止法、競争法等）の理解が乏しい

対象国における様々なリスク（政情、労務、不正等）の理解が乏しい

内部統制の構築

内部監査の導入、実施

専門家の起用

2

情報、知見、経験1

3

4

5

※表明保証：買収対象会社の財務状況、法令違反の有無
等の事実が一定時点（通常は契約時とクロージング時）
において真実かつ正確であることを売主に表明・保証さ
せ、違反があった場合には買主による補償請求や契約
解除等を可能とする契約条項

国内市場が縮小する中で収益の維持、拡大のためにM&Aによる海外進出が迅速か
つ有効な手段と考えられている。増加の一途を辿る海外M&Aには果実と共にリス
クもある。リスクはどんなもので、どのような影響を及ぼすのであろうか。そして失
敗を避けるためには、どのようなリスクマネジメントが必要となるだろうか。

海外M&Aにおいての
失敗の発生時期および影響

エグゼキューションにおける
リスクマネジメント

海外M&Aのリスク／損失の原因、影響、再発防止策

海外M&Aのエグゼキューションにおける難易度と解決策

図表

1

ポストディールにおける
リスクマネジメント

図表

2

海外M&Aのポストディールにおける理解の乏しさと解決策
図表

3

M&Aトピック❶

海外M&Aのリスクマネジメント
エグゼキューションおよびポストディール 海

外
M
&
A
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 
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　レコフM&Aデータベースによると2015年に公表された日本企業
が関わるM&A取引の水準は、取引金額が約16兆円と2000年以降
最大額となった。案件数は2,546件と、4年連続の増加を記録した。

　IN-IN案件の取引が冷え込んだ2011年には1,207件まで案件数が
落ち込んだが、2015年には1,780件まで回復した《図表1》。
　案件からは、国内経済に高い成長率が期待できないことと、国内
市場の成熟化が進む中で成長戦略を実現するためにM&Aを積極
的に活用していることがうかがえる。
　事業会社では、サントリー食品インターナショナルによるJT子会
社のジャパンビバレッジホールディングスの買収、伊藤ハムと米久
の経営統合、ファミリーマートによるココストアの買収、大阪製鉄
による東京鋼鉄の買収といった業界再編案件が見られた。また出光

興産と昭和シェル石油の経営統合の基本合意が公表されている。
　金融業界でも、日本生命による三井生命の買収、常陽銀行と足利
ホールディングスの経営統合や、トモニホールディングスと大正銀
行の経営統合と再編が活発であった。これらの案件では低金利も
再編を後押ししたと思料される。
　自己の事業ポートフォリオにない事業を取り込むことで収益の多
角化と、シナジー効果の追求を意識した案件も多くみられた。ヤフー
による一休の買収、ハウス食品本社グループによる壱番屋の買収、
損保ジャパン日本興亜ホールディングスの介護会社の買収が挙げ
られる。

　IN-OUT案件では、欧米企業を対象とする大型案件が目立った。
2015年のIN-OUT案件の総額は11兆2,585億円と過去最高の取引
額を記録した。製造業、サービス業、金融業など幅広いセクターで
大規模なM&A取引が行われた。
　事業会社ではキヤノンによるネットワークカメラ最大手のアクシス
買収、日立製作所による防衛・航空大手のフィンメカニカの鉄道信号・
車両部門買収、旭化成によるバッテリー絶縁材メーカーのポリポア
買収など、買い手企業にとっても過去最高額のM&Aとなる案件が
並んだ。伊藤忠商事とタイのチャロン・ポカパンによるCITICへの約
6,000億円の共同出資も印象深い。
　金融機関では東京海上日動火災保険によるHCCインシュアラン
スホールディングスの買収をはじめ、国内の損害保険会社・生命保
険会社がそれぞれ数千億円台の買収案件を実施している。
　低金利の市場環境、成長余地が限定的な国内市場といった海外
買収を後押しする環境が揃ってはいたものの、巨額の海外買収案
件の実施に踏み切れたのは、M&A実行後の利益創出に対する自信
の表れと思料される。

（

　OUT-IN市場では、日本企業が事業ポートフォリオの見直しに伴
い売却する非中核事業を海外企業が買収した案件が散見された。
医薬品セクターは2015年の最もM&Aが活発なセクターの一つで
あったが、アステラス製薬のグローバル皮膚科事業のレオ・ファー
マ（デンマーク）による譲受、及び武田医薬品の呼吸器系疾患領域
事業のアストラゼネカ（英）による譲受の案件があった。また、大
江戸温泉ホールディングス及び雪国まいたけの買収並びに日本風
力発電のMBOに関わったベインキャピタルや、リーガロイヤルホ
テル京都の買収を取得したフォートレス・インベストメント・グルー
プなど、外資系のファンドが存在感を示した。

　2015年のGlobal M&A市場では、資金調達環境に恵まれ、積極的
なM&Aが多く見られた。Thomson Oneによれば2015年のM&A
取引高は4.9兆ドル、約4.7万件と、2008年以降最高の水準となった。
　米国では、強い経済成長と低金利を背景に、M&A取引が大きく
増加した。
　中国では、国内に対する投資はブラックマンデーを境に落ち込み
が顕著で現在まで回復していない。一方で、中国企業は、2013年よ
り国外アセットの取得を活発に行っており、2015年も国外で大型の
買収を行っている。中国の内需型経済への転換が意識される中、中
国企業は国内の巨大な市場へのアクセスを武器として、ペレリやシ
ンジェンタに代表される競争力の高い製品を有する企業の買収を意
欲的な価格で行っている。
　欧州市場では、従前より米国企業が大きな買い手であったが、
2015年には日本・中国が大型案件を実施し、新たな買い手として存
在感を示した。またタックス・インバージョン（節税のための本社
移転）を目的の一つとした、米国企業による英国やアイルランドの
企業を対象とした大型案件がみられた。

　レコフデータが行った2015年の総括と2016年の動向についての
M&Aプロフェッショナルに対するアンケートでは、M&Aを動かし
た/動かすトピックの回答上位５位は同じ回答が並ぶ《図表2》。こ
れらは2016年も引き続き日本企業のM&Aの中心的トピックになる
であろう。2016年動向において顕著に回答数が増えた項目の一つで
ある「コーポレートガバナンスコードの普及」は、経営透明性の向
上を通じ日本企業に対する投資を行いやすくすると同時に、経営陣
に資本の効率化を促し、買収・譲渡の両面からM&A取引を活発化
させる可能性がある。
　同じく「中国の経済成長減速」は2016年のM&Aを動かすトピッ
クとM&Aを停滞させるトピックの両方で一定の回答を集めている。
中国の経済成長減速は国内の多くの企業にとって業績悪化につな
がり、M&Aを含む積極的な投資活動が抑制される可能性がある。
その一方で、中国経済の成長鈍化は中国国内資本の国外への投資
を一層活発化させる可能性があり、日本企業もその対象となりうる
ことから、M&Aの活性化要因ともなりうるだろう。
　また「機関投資家からのプレッシャー」はダウ・デュポンの誕生
のような大胆な経営統合・再編を起こす可能性がある。短期的には
日本国内で同様の案件が発生する可能性は低いかもしれないが、経
営統合に伴う法規制への対応や非中核事業の切り出しによって、日
本企業がM&Aを行う機会が生じるであろう。
　アンケート回答項目外ではあるが、マイナス金利の導入がM&A
を動かすトピックとなると考えられる。日本企業は余剰キャッシュ
を株主還元や投資活動へ積極的に活用することを迫られる。資金調
達は容易なため、日本企業の買収活動は活発化するであろう。一方

で金融機関では資金運用利ザヤ縮小に伴い、国内企業のさらなる
合従連衡が起こる可能性がある。また損保ジャパン日本興亜ホー
ルディングスのように中核事業と関連性を持つ非金融事業への進出
や投資拡大を行うことも想定される。

　マイナス金利導入後も、国内の株価指数は軟調な推移を続けて
いる。国内市場が大きく成長することが望めない中で、株主の期待
に応える企業価値の成長を実現するため、日本企業には一層の合従
連衡の実施や大胆な事業投資が求められている。既に多くの企業
でM&Aは重要な事業戦略となっているが、今後はM&Aノウハウ
の優劣が、アクセス可能な成長機会を規定し、継続的な企業価値の
成長性に大きな影響を及ぼすと考えられる。❖

京都大学院生命科学研究科卒業。京都大学理学部卒業。国
内外の大手証券会社やブティックファームにて、10年以上に
わたってM&Aアドバイザリー業務を含む投信銀行業務に従
事。2014年にフロンティア・マネジメント㈱に入社。

Kojiro SAITO
齋藤 耕二朗ファイナンシャル・アドバイザリー第1部

ディレクター
執行役員

ファイナンシャル・アドバイザリー第1部長

京都大学法学部卒業。住友銀行㈱、㈱三菱証券、大和証券
SMBC㈱を経て、2011年にフロンティア・マネジメント㈱に入
社。20年にわたり一貫してM&Aアドバイザリー業務に従事。
M&A業務に関する豊富な実務経験・ノウハウを有している。

Satoshi OTANI
大谷 聡伺

出所：マールオンライン 2016年2月特大号 《256号》アンケートでM&Aのプロに聞く
アンケートでM&Aのプロに聞く　2015年の総括と2016年の動向予想

出所：レコフM&Aデータベース
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2015年のM&A市況は、日本を含め世界的に歴史的な活況を呈した。日本企業は国内市場の成熟を背景に、業界内再編並びに、新
たな事業領域や海外の大企業を対象とする意欲的なM&Aを実施した。2016年は前年に比べ経済の不透明性が高まりつつあるが、
積み上がったキャッシュと良好な資金調達環境を背景に、企業価値の持続的な成長のためM&Aが活発に行われると考えられる。

2015年のM&A取引額は
歴史的水準に

日本企業の関わるM&A案件額と案件数の推移

2015年、M&Aを動かしたトピック/
2016年、M&Aを動かすトピック

図表
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終わりに

2016年のM&A市況見通し
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　第二会社方式とは、収益性のある事業
を会社分割等により会社から切り離して、
受皿会社（第二会社）に引き継がせるとと
もに、不採算事業は従前の会社に残した
まま、従来の会社が特別清算や破産する
ことによって清算するという方法である。
　この第二会社方式について、旧会社が
抱えていた過剰債務である金融機関の有
する貸付金は、特別清算や破産手続の中
で処理され、清算配当されない部分は結
果として債権放棄と同じ効果になるため、
債権放棄を受けるための一手段である。
　第二会社方式のメリットとして、金融
機関から債権放棄についての了解を得や
すいということが挙げられる。特に中小
企業が民事再生や会社更生などの法的
整理手続を利用しないで、金融機関から
債権放棄を受けることは難しいが、第二
会社方式による債権放棄の手続自体は、
特別清算や破産といった法的整理手続
の中で行うことができるからである。
　さらに債権放棄を受けた場合に生じる
債務免除益についても、旧会社の特別清
算・破産手続の枠内で処理すればよく、
事業を譲り受けた新会社は原則として債
務免除益課税について心配する必要が
ないことが挙げられる。
　加えて、新会社は過去の簿外負債や粉飾
決算といった旧会社のしがらみから逃れ
てフレッシュな状態でスタートすること
ができる。

　第二会社方式について、クロージング時
の旧会社から新会社への資産・負債承継

によって、発射台となるオープニングバ
ランスが確定する。当該資産・負債承継
における範囲・評価・時期については慎
重な判断が必要となる。
　承継資産について、事業を運営するの
に必要な資産を検討し、クロージング時
での時価評価が必要であり、現預金、売
上債権、棚卸資産、設備・備品、不動産
等の資産が挙げられる。
　承継負債についても、上記同様に事業
運営上必要な負債を検討し、クロージン
グ時での時価評価が必要であり、仕入債
務、借入金、退職給付引当金等の負債が
挙げられる。
　クロージングにおいて、譲渡対価（移
転対価）が、旧会社から譲り受けた資産
及び負債の時価純資産額を上回る場合に
は、その超過額を「のれん」として認識し、
下回る場合には、「負ののれん」として認
識する。
　当該「のれん」は、再生計画の発射台と
なるオープニングバランスにおいて、特
に金融機関やスポンサーの関心が高く、
再生計画の将来にわたって影響を及ぼす
ことになる。
　したがって、「のれん」の算出根拠は、
承継資産・負債の時価純資産と、譲渡対
価（移転対価）の差額により決まるので、
承継資産・負債の範囲及び時価評価が重
要であり、慎重な判断が必要となる。

　承継資産について、事業用資産として、
現預金、売上債権、棚卸資産、設備・備品、
不動産等が挙げられるが、特に月次変動
がある運転資本項目の「売上債権」、「棚
卸資産」について注意が必要である。
　一般的な中小企業特有の財務情報の問
題点として、情報がタイムリーでないこと

があり、❶決算を年一回しか実施してい
ない、❷精緻な月次決算を実施していな
い、❸棚卸資産について、期中は期首残
高を計上し、期末に在庫残高・原価を確
定させる等の経理処理がある。
　筆者が関与した再生案件（第二会社方
式）において、金融機関から合意をいた
だいた再生計画の実施フェーズで「のれ
ん」金額を再計算したところ、当初の計
画数値より大幅な増額となり、金融機関
やスポンサーへの説明等の対応に苦労す
ることになった経緯がある。
　オープニングバランス上の「売上債権」、
「棚卸資産」の計画数値算出において、下
記要因により、大幅な乖離が生じた。
　❶当該会社は受注事業がメインであり、
期末に売上が大きく計上される傾向があっ
たが、クロージングは閑散期の期中であっ
た。
　さらに、❷債権管理が脆弱であり、入
金消込が適正に処理されておらず、月次
債権残高が精緻な数値ではなかった。❸
在庫管理も脆弱であり、架空在庫計上、
滞留在庫が多数あった。
　上記❶～❸の状況下、期中の「売上債
権」は期末での残高より大幅減少となり、
「棚卸資産」についても不良化の進度が
早く、残高が大幅減少となった。

　承継負債についても、事業用負債とし
て、仕入債務、借入金、退職給付引当金等
が挙げられるが、特に「借入金」について
注意が必要である。
　仕入債務は、取引関係維持のために全
ての契約を承継するのが通常である。
　これに対して、旧会社の借入金につい
ては、❶過剰債務については旧会社に残
して特別清算や破産手続により整理する

方式か、❷過剰債務については旧会社に
残すが、弁済可能な範囲の債務について
は新会社に承継させる方式がある。❷の
場合には、新会社における将来収益より
返済することになるので、再生計画にお
ける弁済計画の蓋然性について慎重な判
断を要する。

　最終的なオープニングバランスは、ク
ロージング時の承継資産・負債の時価純
資産と、譲渡対価（移転対価）の差額に
よる「のれん」が算出されて確定する。
　当該案件において、当初の「のれん」計
画数値より実際の「のれん」が大きくなっ
たことにより、下記の問題が生じた。
　ある金融機関では、貸出債権の自己査
定において、「のれん」について資産性は
無いものと判断して、新会社のオープニ
ングバランスが債務超過にてスタートす
ることになった。
　他の金融機関及びスポンサーへは、「の

れん」が計画数値より乖離したことにつ
いての詳細な説明が求められることに
なった。
　しかし、再生計画における損益改善度
合いは高く、進捗状況も計画より上振れ
することになり、モニタリング・フェーズ
において金融機関やスポンサーには納得
していただける結果となった。

　再生案件のスキームとして、会社分割
等の組織再編を行う「第二会社方式」を
利用して、民事再生や会社更生などの法
的整理手続きではなく、迅速な対応がで
きる私的整理の枠内で再生を果たすこと
に意義はある。
　当該「第二会社方式」における発射台
としてのオープニングバランス上、「のれ
ん」については金融機関やスポンサーの
関心が高いので、計画数値の算出におい
て慎重な判断が必要である。

　クロージング時期が期末ではなく期中
になることが通常であり、特に月次変動
がある運転資本項目（売上債権、棚卸資
産、仕入債務）については、売上の季節性、
生産リードタイム、回収/支払サイト、滞
留債権、滞留在庫等の計画数値の算出に
おいて留意が必要である。❖

早稲田大学商学部卒業。公認会計士。中
央青山監査法人、プライスウォーターハウ
スクーパース㈱、㈱企業再生支援機構を
経て、2015年にフロンティア・マネジメン
ト㈱に入社。製造業・サービス業等の事業
再生支援、中期計画策定支援等に従事。

Toru NAKADAI
中平　徹

プロフェッショナル・サービス部
シニア・ディレクター

出所：フロンティア・マネジメント作成

※一部推定を含むイメージ図であり、実際の数値とは異なります。

現預金 500

純資産 500

現預金 500
棚卸資産 500

純資産 ▲8,500

純資産 ▲7,500

借入金 10,000

売上債権 1,000
その他負債 1,000

借入金 1,000

売上債権 1,000
仕入債務 1,500 仕入債務 1,500

その他負債 1,500

のれん 1,000

固定資産 1,500

固定資産 1,500棚卸資産 1,000

その他負債 2,500

固定資産 3,000

借入金 9,000

棚卸資産 500

現預金 500

計 14,000 計 14,000

計 10,000 計 10,000

計 4,500 計 4,500

スポンサー出資 500

貸借対照表（新会社）貸借対照表（旧会社）貸借対照表（承継前）

再生案件のスキームとして、会社分割等の組織再編を行う「第二会社方式」も多く
利用されている。当該スキームにおける新設会社のオープニングバランスについて、
承継資産・承継負債・のれんに関する留意点を解説する。

オープニングバランスの
留意点

「第二会社方式」概要図表

第二会社方式の概要
終わりに

承継負債

のれん

承継資産

再生トピック

第二会社方式による
オープニングバランスの留意点 第
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　2016年は株式市場の世界的な下落で始
まった。大きな原因の一つは中国経済の減
速だと言われている。その裏付けとして、
2016年1月19日に中国国家統計局が発表
した2015年の国内総生産（GDP）の実質
成長率は6.9％となり、25年ぶりの低水準
となった。
　2008年のリーマン・ショック以降、中国
政府は景気を下支えするため、総額４兆人
民元（当時の為替レートで約56兆円）の景
気刺激策を発表、巨額な財政投資・国有銀
行融資（インフラ建設や不動産投資）で７％
以上の経済成長率を維持する一方、世界
中から鉱物資源、部品、消費財等の輸入を
通じて、世界経済の安定にも貢献した。ま
た、「リーズナブルな価格＋そこそこの品
質＋販売力」を武器に、「メイド・イン・チャ
イナ」の製品を世界中に輸出した。2010年
には、中国はドル換算名目GDPで初めて
日本を抜き、世界第２位となった。
　しかし、一方では、過大な投資が続いた
結果、鉄鋼やセメントなど、多くの分野で
生産能力過剰が起こっている。また、深刻
な大気や水の汚染問題を引き起こし、
PM2.5は中国の代名詞となり、食品の安
全問題、貧富の差の拡大、少子高齢化の
進行など社会問題も山積している。
　さらに、ここにきて労働力の不足、人件
費の高騰も顕在化し、中国は豊富な労働
力と低コストという優位性を失いつつあ
る。中国が今後も成長していくためには、
技術水準・生産効率の向上や経済構造の
調整が必要不可欠である。

　日本では1954～1973年の高度成長期に

おいて、当初の設備投資主導型から、成長
維持のための輸出・財政主導型へ転換し
た経験があり、この過程では深刻な環境汚
染の問題も起こった。その後、消費を中心
とする内需拡大型への転換を実現したが、
1985年のプラザ合意以降は、円高による不
況の懸念から、政府は大規模な金融緩和
策を実施、それによって、不動産、株価が
大幅に上昇し、バブル経済となった。そし
て、バブル経済崩壊後は、失われた20年
と言われる経済停滞期となり、今でもデフ
レの状況から完全に脱してはいない。
　中国の現状は、まさに日本の高度成長期
の問題とバブル期及びバブル崩壊後の問
題が同時並行に存在していると言える。そ
れらの問題を解決するためには、日本がか
つて経験した成長図式、すなわち、投資・
輸出型経済から内需主導型、環境保全型、
持続成長型への転換が必要である。2015
年5月に中国政府が発表した「中国製造
2025」計画は、まさにそれを裏付けている。

　2015年5月、中国政府は中国の「製造大
国」から「製造強国」への転換を促すため、
今後10年における製造業の発展のロード
マップを示した「中国製造2025」計画を
発表した。《図表》
　全体の基本方針として、「イノベーション
牽引」、「品質優先」、「グリーン（環境）発
展」、「構造調整」、「人材本位」の5つを
示し、今までの発展パターンからの転換、
環境への配慮、品質の重視などを強調し
ている。
　全体の内容から、方向性として、「技術
レベル・品質の向上」、「生産能力過剰問題
の解決」、「産業構造の調整」、「対外開放・
対外進出の促進」の４つに集約できると考
えられる。以下では、特に「技術レベル・品

質の向上」と「生産能力過剰問題の解決」
において想定される手法及び日本企業へ
の影響について簡単に触れてみたい。

　周知のように、中国は有人宇宙飛行が
できるほどの技術を有し、また、鉄鋼、自
動車など、多くの工業製品の生産量が世
界一でありながら、コア技術やコア部品
は外国に依存している。この状況を打破
するために、「中国製造2025」計画では、
自主的なイノベーション能力や研究開発
能力の強化、独自の知的財産権を有する
ブランド商品作りの強化を打ち出してい
ると同時に、より積極的な対外開放戦略
の実施、外資誘致と海外進出の促進を示
している。そのため、今後、中国企業によ
る先進的設備・部材の輸入、外国企業と
の共同開発、外国企業へのOEM、ライセ
ンシング等を通じての海外技術の導入、
外国企業が持つ知的財産やブランドを取
得するための企業買収などの動きが増え
ると予想される。

　中国の生産能力過剰問題は鉄鋼、セメン
ト、化学など広範囲の産業で発生しており、
経済環境次第であるが、最低でも３～５年
の調整期間は必要と予想される。今後、生
産能力過剰を解決するための対応策の中
では、以下が注目される。

1対外投資の拡大
　現代版「シルクロード経済圏」を作る
という「一帯一路」構想の沿線国への投
資を含む対外投資の拡大が予想される。
　今年2016年1月21日の中国商務部の
発表によると、2015年の非金融分野の対
外直接投資額は1,180.2米ドル（約13.8

兆円）で前年比14.7％増である。「一帯
一路」沿線49カ国（中央アジア等）への
直接投資額は148.2億米ドル（約1.7兆
円）で前年比18.2％増と、順調に伸びて
いる。また、今年2016年1月に正式に設
立されたアジアインフラ投資銀行（AIIB）
からの強力なサポートも期待できるので、
今後、さらなる投資拡大が予想される。

2企業統廃合の進行
　「中国製造2025」計画では、業界と地
域を跨る企業間の合併・再編の促進、強
化を明示しているため、今後、各業界に
おける生産能力の削減及び環境対策の
ための企業の統廃合が進むと予想され
る。また、中小企業の倒産も増加する可
能性がある。

　近年、中国における人件費の高騰で、日
本企業にとって、中国の生産拠点としての
役割は相当減少した。また、中国景気の減
速から、原材料・部品を輸出してきた日本

企業には当分厳しい状況が続くだろう。
　しかし、中国の経済成長が減速してきた
とは言え、依然、公式発表で６％台の経済
成長が当面見込まれており、製造業から
サービス業への移行、「製造強国」への転
換過程において、多少の混乱もあろうが、
さらなる市場開放も予想されるので、日本
企業にとっては、新しいビジネスチャンス
も多く潜在している。
　《図表》の「❻重点分野の飛躍的発展の
推進」から分かるように、中国が強化した
い殆どの分野において、日本企業は技術と
品質の面で優位に立っている。さらには、日
本では価値を意識されないものでも、中国
では高い価値になるものは多々ある。最近
の中国人旅行者による「爆買い」現象は、
まさに中国の製品が豊かになった中国国民
の品質、安心、安全に対するニーズを満た
していない証拠であり、日本企業にとって
は、中国市場の開拓余地はまだ大きい。
　一方、今、中国で急速に伸びているのが
インターネット関連のビジネスである。特
に電子商取引（EC）市場の成長が目覚ま
しく、中国電子商務研究センターが2016年
2月に発表した「2015年中国電子商取引市

場観測データ」によると、2015年のEC市
場の取引規模は前年比27％増の20.8兆人
民元（約353兆円）、このうち、B2C小売市
場の取引規模は前年比33.3％増の3.88兆
人民元（約66兆円）となり、同年の中国の
社会消費品小売総額の約13％を占めた。
また、インターネット金融の分野でも、P2P
ネット貸付やクラウドファンディング、イン
ターネット決済（第三者決済）、オンライン
投資商品など、様々なビジネスモデルが開
発され、規模拡大を続けている。
　中国政府はインターネット産業のさらなる
発展を目指すべく、昨年、「中国製造2025」
計画と同時期に、インターネットと他産業
を融合する「互聯網＋（インターネット・プ
ラス）」戦略を打ち出している。その効果は
今後、医療や環境保護など、各分野に広
がっていくと思われる。政策と発想力によ
る部分が大きいだけに、この分野では中国
が世界をリードする可能性もある。
　日本企業にとっては、今後、中国が目指
す目標を念頭に、いかに収益になるビジネ
スモデルを構築していくか、或いは、ソ
リューションを提供していくか、一旦、立ち
止まって考える良いタイミングである。❖

京都大学卒業。中国浙江省出身。1990年
に日興證券㈱（現、SMBC日興証券㈱）に
入社、北京・上海駐在を含め、約19年中国
関連ビジネスに従事。その後、M&Aブ
ティックファームを経て、2014年にフロン
ティア・マネジメント㈱に入社。

Akihiro NAKAE
中江 明皓

アジア事業部
シニア・ディレクター

出所：中国政府発表を基にフロンティア・マネジメント作成

戦略任務目標

ステップ1

主要内容

■対外開放戦略の強化
■外資による次世代情報技術、ハイエンド設備、新素材、バイオ医薬等ハイエンド
製造分野への投資の促進

■中国企業による対外投資の促進

■製造とサービスの共同発展の強化
■ビジネスモデルと業態のイノベーションの促進
■生産型製造からサービス型製造への転換の促進

■伝統産業のミドル・ハイエンドへの進化の推進、過剰生産能力の解消
■大企業と中小企業の連携の促進、製造業全体配置の最適化
■優良中小企業の育成

1次世代情報技術
2ハイエンドNC工作機械とロボット
3航空、宇宙関連設備
4海洋エンジニアリング設備、ハイテク船舶
5先進的軌道交通設備

■先進的省エネ技術、エコ技術、設備の研究開発の強化
■低炭素化、リサイクル及び集約化の推進
■製造業の資源利用効率の向上

■品質管理体制の整備、製品品質の向上
■独自の知的財産権を有するブランド商品の確立

■コア基礎部品、コア先進技術、コア基礎材料及びコア産業技術基礎等の工業
基礎能力の強化

■次世代情報技術と製造技術の融合の推進、知能化製造への注力
■知能化設備と知能化製品開発の強化
■生産プロセスの知能化の推進と新型生産システムの開発による企業の研究開発、
生産、管理、サービスの知能化レベルの向上

2015年までに製造強国への
仲間入りをする

2035年までに中国内の製造業
の全体的なレベルを「製造強国」
グループの中レベルに引き上げる

2049年（中華人民共和国成立
100周年）までに、総合力で世界
の製造強国のトップクラスに入る

■政府・大学・企業による研究と応用が融合した製造業イノベーション体制の整備
■コア技術研究の強化
■研究成果の産業化の促進

❾ 製造業の国際化水準の向上

❽ 
サービス型製造及び
生産関連サービス業の
推進

❼ 製造業構造調整の推進

❻ 重点分野の飛躍的発展の推進

❺ グリーン製造の全面的推進

❹ 品質・ブランド力の強化

❸ 工業の基礎能力の強化

❷ 情報化と工業化の高度な融合の推進

❶ 製造業のイノベーション能力の向上

6省エネ、新エネルギー自動車
7電力設備
8農業機械設備
9新素材
10バイオ医薬、高性能医療機器

ステップ2

ステップ3

「世界の工場」として、30年以上成長を続けてきた中国の経済が調整期に入った。
2015年5月、中国政府は「中国製造2025」計画を公表し、中国製造業の改革及び経
済構造の調整に乗り出した。
日本企業にとっても新しい対中戦略の構築が必要である。

調整期に入った
中国経済

過去の日本経済成長図式との
類似性

量の製造大国から質の
製造強国へ

「中国製造2025」計画の主要内容

技術レベル・品質の向上

生産能力過剰問題の解決

日本企業にとって
まだ商機あり

図表

海外トピック

大きな方向転換の時期にきた
中国製造業
量の製造大国から質の製造強国へ

大
き
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　2015年11月末現在、世界864店舗のうち
東南アジアに119店舗を展開するユニクロ
は、2015年7月からイスラム教徒の多い東
南アジア地域で東南アジアの伝統的な女性
衣装であるケバヤスタイルを取り入れた衣
類や、イスラム教徒の女性が外出時、公の
場で自身の頭髪を覆い隠すために被るヒ
ジャブにも適したスカーフの取り扱いをは
じめました。その他、Dolce & Gabbana（ド
ルチェ &ガッバーナ）やH&Mなど、複数
のブランドがイスラム教徒の女性に向けた
コレクションを発表するなかでヒジャブが
取り上げられるなど、ファッション分野にお
いて注目を集めています。
　イスラム教の教えの中には、結婚するこ
とができない関係にある近親者以外には女
性は顔と手以外を隠し目立つことを避ける
必要があるとの教えがあり、イスラム教徒
の女性の服装にはヒジャブ以外にも女性の

頭髪や身体を隠す衣装がいくつかありま
す。ヒジャブ（アラビア語で「覆うもの」を
意味する言葉）はもっとも一般的でスカー
フ等の布で頭髪を隠しており、身体全体を
覆うものとしては、黒い布で目と手足の先
以外をすべて隠しているアバヤ（サウジア
ラビアでは、女性の外出時着用が法的に義
務づけられている）、チャードル、ニカブ、
ブルカといった服装が、イスラム教圏の国
ごとの民族衣装のような形で存在していま
す。ちなみに、ヒジャブをする際は、髪を結っ
て、キャップを被り、長さのあるスカーフで
あるヒジャブを頭に巻きつけてピンで止め
ているだけの簡単なスタイルになっており、
巻き方やスカーフの色自体もさまざまなも
のがあり、相対的に戒律が緩いとされる東
南アジア諸国などではカラフルなスカーフ
をジーンズに合わせている女性なども見ら
れるようになったようです。

　国ごとに服装が異なることからもわかる
ように、ヒジャブを含めた服装は、イスラム
教徒の女性が一義的に強制されるものでは
なく、何歳くらいからどのような服装をすべ
きかというのは、地域や宗派、さらには家族
内の考え方などによってさまざまのようで
す。東南アジアの中でもマレーシアのイスラ
ム教徒の女性は基本的にヒジャブを身に着
けている一方で、国民の90%弱がイスラム
教徒であるインドネシアでは地域全体とし

て戒律が緩やかなのか、ヒジャブを身に着
けた女性を見るのは比較的まれであるなど
の違いがみられます。
　2009年にPew Research Center’s Forum
が公表した国別イスラム教の人口を見ると
《図表参照》、インドを含む東南アジア・アジ
ア・パシフィックに世界のムスリム人口が集
中していることが分かります。ある統計では、
2013年1年間でイスラム教徒がファッション
に使った金額は2,660億ドル、2019年には市

場規模が4,840億ドルにまで拡大すると言
われており、各ファッションブランドがイス
ラム教徒女性に向けたコレクションやPRを
始めているのもうなずけます。中でも、特に
インドネシアは、イスラム教人口比率の高さ、
一人当たりGDPの水準と成長可能性、比較
的戒律が緩やかであること（≒ファッション
との融合可能性）等から見ても、今後も引き
続き注目される市場であることは間違いな
いと思われます。❖

　今年（2016年）1月、上海において「中国
M&Aサミット」が開催され、フロンティア・
マネジメント代表取締役の松岡が「日本市
場」について講演しました。
　テーマは、「消費市場」としての日本の
価値、日本の「販売拠点」「特許保有国」と
しての魅力、また、日本上場会社の株式の
外国資本の保有率が年々上がっており、日
本企業の外国資本受け入れハードルが下

がっている等の観点から、引き続き拡大が
続くと予想される日中間の「資本提携の動
き」についてでした。本講演は中国企業を
中心とした参加者から大変好評を博しま
した。
　今回13回目を数えた当サミットの参加者
は、中国系及び欧米系の独立M&Aファー
ム、弁護士・会計士事務所、大手事業会社
など約150名で、国際色豊かな講演者の中

で、松岡は唯一の日本人スピーカーとして
登壇講演を行いました。本講演では、当サ
ミットの参加者は中国人が中心であること
から、日本に詳しくない企業にも分かりや
すく、かつ中国企業が通常触れることのな
い「日本市場と日本企業の魅力」について、
フロンティア・マネジメント独自の見解を展
開しました。
　現在、中国企業は今後の生き残りをかけ
て、海外事業展開の拡大や外国商材・技術
の導入による中国国内事業の再強化を検
討する段階に入っています。中国大手企業
にとって、日本企業との提携、日本市場へ
の進出は真剣に検討するに値するテーマと
なっているのです。
　今年６月、北京においても第14回目の「中
国M&Aサミット」の開催が予定されてい
ます。フロンティア・マネジメントは引き続き
日本の魅力を発信していく所存です。❖

Shunsuke ITO
伊藤 俊介
フロンティア・マネジメント㈱
シンガポール支店

Rong Zhiliang
榮 智亮
フロンティア・マネジメント㈱
アジア事業部

「中国M&Aサミット』にて講演を行う松岡代表

source: Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • Mapping the Global Muslim Population, October 2009
source: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
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《参考》他の東南アジア諸国
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複数のファッションブランドが今後も成長が期待できる東南アジアなどイスラム教圏向けの商品
の展開を進めています。

2016年1月に上海で開催された「中国M&Aサミット」（「2016 & 13th Annual China 
Mergers & Acquisitions Summit」）において、唯一の日本人スピーカーとしてフロン
ティア・マネジメント代表取締役の松岡が、中国企業にとって真剣に検討するに値するテーマで
ある「日本市場と日本企業の魅力」を紹介しました。

 国別イスラム教徒人口図表

中
国・上
海
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
オ
フ
ィ
ス
よ
り
、最
新
の
現
地
情
報
を
お
伝
え
し
ま
す

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ア
ジ
ア
現
地
レ
ポ
ー
ト

O
n-site report  �om

 A
sia 

ファッションブランドの
イスラム圏への展開

ASEAN現地レポート

フロンティア・マネジメント松岡代表が
上海にて講演、「日本の魅力」を語る

中国現地レポート

ASEAN現地レポート

中 国 現 地レポート
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